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グリーン・パル事業に関する Web アンケート調査報告 
補 足 資 料 

 

● アンケート結果等 

（１） グリーン・パルが提供する福利厚生サービス（共済金、助成、チケット割引、お買物・

施設割引、イベント・講座等全てのサービス）について、令和３年４月１日以降におい

て、１回以上ご利用いただいている会員様からのご意見・ご要望等。（主な内容の抜粋） 

 

Q4．今後、改善又は拡充してほしいと思う福利厚生サービス等一つを選択。その他のご意見 

  ・弔慰金に戸籍謄本は不便。お祝い金の定年を迎えた時、迎えたら退職となるので祝い金が頂けない。 

・なかなか利用できませんが，「グリーン・パルだより」を毎回拝見するのを楽しみにしています。身近にあるイ

ベント（福利厚生）は、仕事の息抜きになり、仲間との親睦の機会にもしています。 

・映画チケット等、先に購入しなければならない。映画館へ行った当日にその場でカード提示等により使用出来れ

ば、手続きが楽でもっと利用したい。 

・グリーンカードの利用拡大（現状では使いづらい） 

・スポーツクラブ(特にルネサンススポーツクラブ)の法人会員の都度払い利用料金を見直して欲しい(ルネサンスは

会員登録必須で都度払いの 1,980 円)。整体やボディーメンテナンスの助成が欲しい。 

・対象スポーツジムの拡大、e スポーツの大会、花座、婚活イベント等の男女の交流、資産形成、金融リテラシー

を身につけるセミナー等、昔実施していたゴルフコンペの開催、スマホ決済、Facebook やインスタグラム研修

を希望 

・体験系のイベントが楽しいので期待しています。味噌づくりは毎年参加してます。 

・手芸屋さんの割引やクラフト系のイベントも待ってます！ 

・研修等の助成、マンモグラフィーや成人病健診項目以外の内容の補助金、人間ドックの助成範囲を 2 年ごと位に

して欲しい。消毒液、簡易食事などの支給。トレーニングジムの月会費助成があると嬉しいです。 

・地域の銘品等の抽選販売を続けて頂きたいと思う。 

・こう言ったプレゼント企画と、以前、行なった地場産品福袋の数や種類を増やしてほしい。前にその企画の際、

購入できなかったため、抽選販売にして頂きたい。 

・グリーン・パルだよりの充実、利用施設の増加、コンサート類の先行販売、ギフトカードの数や種類を、増やし

て欲しい。 

・クリスマス時期の飲食レシート提出で QUO カードプレゼント 

 

Q5．グリーン・パル事業に対するご意見等 

・「グリーン・パルだより」毎回楽しみに読ませてもらってます。配布されるのを楽しみにしています。 

・11 月に遠刈田の大根掘りに行きました。とてもよい大根で、掘るのも楽しかったです。 

・来年も是非また参加したいと思いました。ぜひ企画の方をよろしくお願いいたします。 

・2 年くらい前の冬、ホテル JAL シティでステーキ食べ放題が、サービスも良くお肉もおいしくとても良い時間を過

ごすことができました。また復活していただけると嬉しいです。 

・LINE で見れるようになり便利になった。 

・LINE の情報いつも楽しみにしています。福袋、いつも抽選当たらないので今年は当たりますように。 

・QUOPay 利用、助かります。 

・いくら割引されるのかわからないまま水族館で利用したら、思ったよりお得に入館できて嬉しかったです。その分

でおみやげも買えました。今後も色々利用してみたいです。 

・いちご狩りや、インフルエンザ予防接種でグリーン・パルを利用させていただきました。割引額が大きかったりと

とても満足でした。参加しやすいので、利用施設の拡大を望みます｡これからも継続してください。 

・いつも、お得にチケットを購入でき大変満足しております。毎日、会社に出社するわけではないので冊子が手元に

届いた頃には売り切れも多く、それ以来定期的にホームページを活用させていただいてます。これからも魅力ある

助成や購入が出来ることを期待しております。大変な時期ですが、皆様、お身体お気をつけください。ありがとう

ございます。 

・いつも、掘り出し物的な企画やサービスをご提供いただき、ありがとうございます！ 

・いつも「グリーン・パルだより」が届くのを楽しみにしています。おすすめの本や映画を紹介するコーナーにいつ

か投稿したいと思いつつ、そのコーナーを眺めています。 

・いつもありがとうございます！お得なイベントや割引などがいっぱいあって休日が充実しております。 
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・いつもありがとうございます。コロナ禍でなかなか旅行など行けないので、県外のグルメも楽しめる企画が増える

と嬉しいです。 

・いつもありがとうございます。コロナ禍で難しい面もあるかと思いますが、体験型のイベントの企画の充実をして

いただけると嬉しいです。電話での対応も大変良いと思っています。満足です。 

・いつもイベントのご案内を楽しみにみております。レシートで応募する企画や、お安く買い物ができる企画は参加

もしやすくとても気に入っております！できればもっと機会を増やしていただけたら嬉しいです。 

・いつもいろいろな企画や割引体験を利用させていただいています。会社経営している友人などにも福利厚生お勧め

しています。今後ともお得な企画楽しみしております。 

・いつもいろんな事を考えてくださっている会報を楽しみにしています。今後とも多岐にわたる企画等を楽しみにし

て居ります。 

・いつもお世話になっております。リスキリングやキャリアのために国家資格以外にも広く資格補助や、保有資格の

維持のための各種講習なども助成対象にしていただけると大変ありがたいです。 

・会員本人の他、家族向けのサービスも充実しており大変ありがたいです。今後もよろしくお願いします。 

・健康面が心配な年齢になったので、医療費などの助成を充実させてください。 

・いつもお得な情報・サービスを提供いただきありがとうございます。肉のイトウはナイスな企画でした。またお願

いします。 

・いつもグリーン・パルだよりや LINE が届くのを楽しみにしてます！お得に楽しめて感謝です。これからもお世話

になります！ 

・いつもグリーン・パルだよりを楽しく読ませていただいております。いつもなら行かない場所などに気軽に行くこ

とができ、生活が潤います！これからも、楽しみにしています。 

・いつもグリーン・パルだよりを楽しみにしています！割引チケット等とてもありがたいです。これからも利用した

いです。 

・いつもグリーン・パルだよりを楽しみにしています。映画チケットやイベントを申込みさせていただきまして、本

当に利用させていただいています。今年も宜しくお願い致します。 

・いつもグリーン・パルだよりを楽しみにしています。特に果物狩りなどのイベントは良いと思います。これからも

楽しい企画を期待しています。 

・いつもグリーン・パルだよりを楽しみにしています。福袋やグルメカードはお得で何度か利用させて頂きました。

これからもお得な情報待ってます。参加出来るイベントは小さい子供も同伴できる楽しめるようなものがあれば参

加してみたいです。 

・いつもグリーン・パルだよりを楽しみにしています。臨時発行などあると有難いです。 

・いつもグリーン・パルだよりを楽しみに見ています。普段毎日の仕事でみんな疲れているので癒し系があるとうれ

しいです。例えば日帰り温泉やマッサージの割引き券があるとうれしいです。よろしくお願いします。 

・いつもグリーン・パルだより楽しみに拝見しています。たくさん活用させていただいております。今後も活用して

いきたいと思っております。 

・いつもグリーン・パルだよりがくるのを楽しみにしています。これからも色々活用させていただきたいです。 

・いつもチケット購入で重宝しています！幅広いジャンルの選択肢があると嬉しいです！ 

・いつもとても楽しみにしております。以前勤めていた会社にも福利厚生がありましたが、なかなか利用するまでに

は至りませんでした。貴社の福利厚生サービスは地元に密着したもので、とても身近で利用したときのメリットを

感じやすく、今まで何度も利用しています。職場内で、利用したサービスについて情報交換することも楽しく、良

いコミュニケーションツールになっています。 

・いつも家族で楽しませていただいてます。子連れでも楽しめる施設の割引や体験の割引がとても嬉しいです。割引

があるおかげでひとつでも多くの体験、経験を子どもにさせてあげられています。今後もよろしくお願いします。 

・いつも家族みんなで色々楽しみながら参加させていただいています。特に抽選の場合、当選した時の嬉しさはたま

りません!!地元の食べ物福袋?牛肉が当選し、美味しかったです!!これからもよろしくお願いいたします。 

・いつも楽しいイベントや企画をしてくださり、家族で楽しめるのでありがたく使わせてもらっています。今後もい

ろいろな企画を楽しみにしています。 

・いつも楽しいイベント情報や企画があり、パンフレットが楽しみです。いつか、いちご狩りとハワイアンズに行っ

てみたいと思うようになりました。 

・いつも楽しい企画有難うございます。グリーン・パルだより楽しみです。子供が喜びます。 

・いつも楽しい情報提供、趣味やプライベートを益々楽しめる企画等、ありがとうございます。コロナ禍で企画運営

に苦慮されているかと思います。陰ながら応援しています。今後も楽しみにしています。 

・いつも楽しく、グリーン・パルだよりを読んでいます！編集がきれいで読みやすいです。 

・いつも楽しく拝見しております  福袋企画がもっと沢山あると嬉しいです 

・いつも楽しく拝見しております。恋活イベントに参加させて頂いたのですが、とても丁寧な対応をして頂き、有り

難かったです。(恋は実りませんでしたが…笑)また色々なイベントに参加して、他の事業所の方と交流させて頂き

たいです。 

・いつも楽しそうなイベントをしていて、イベントを知る機会にもなり見ているだけで楽しいです。 

・いつも楽しみにしています。コロナ禍で外食等控えていたので、テイクアウトで使えるギフト券や、自宅で食べれ

るお食事セット等あれば嬉しいです。 

・いつも楽しみにしてグリーン・パルだよりをみています。子どもたちがいちご狩りを楽しみにしてるので久しぶり

に出かけてみたいと思っていました。 
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・いつも楽しみにしながら働いています。ネットで応募できるようになり時間を気にせず自分の空き時間で応募でき

るようになり便利になりました。ありがとうございます。手数料が掛かることは、しょうがないですが、その分の

値引きなどあれば嬉しいです 

・いつも楽しみに拝見しています。コロナが落ち着きましたら、バスツアーなどの企画も再開していただければ嬉し

いです。よろしくお願いいたします。 

・いつも楽しみに拝見しています。内容もとても充実していますし、紙質かよくとても読みやすいです。これからも

宜しくお願いします。 

・いつも職員の方の対応が素晴らしく、気持ちよく利用させていただいています。今後、さらに様々な企画を楽しみ

にしています。 

・いつも多種多様なサービスを楽しみにしてます。劇団四季などのチケット助成ありがたいです。 

・いつも大変お世話になっております。仕事で疲れた心と体を癒して頂いております。今後も継続して利用させて頂

きたいと思います。 

・いつも魅力的な企画をありがとうございます。これからも楽しみに毎号チェックします。 

・いつも友人たちと遊ぶきっかけになっています。これからも楽しみにしています。 

・いつも利用者の立場に立ってサービスを提供してくださり、ありがとうございます。本当に加入して良かったです。 

・インターネットを利用した情報発信を継続してほしい。 

・インフルエンザの助成がとても助かっています。ネットで申し込めるようになってよかったです。 

・インフルエンザの助成金がクオカードペイだと割増になって良かった。 

・インフルエンザやクリスマスケーキで利用しています。ちょっとしたプレゼント企画として楽しみです。 

・インフルエンザワクチンの助成は、毎年助かっております。 

・インフルエンザ補助助かってます。福袋楽しみにしているので、増やしてほしい。 

・インフルエンザ予防接種の QUO カード、今回初めて利用させていただきました。申請の仕方もわかりやすく、簡

単でしたし、ありがたかったです！グリーン・パルだよりもいつも楽しみに見させていただいます。 

・だよりの発行を毎回楽しみにしております。いつもワクワクするようなデザインで楽しみにしています。 

・お得な助成や優遇がたくさんあってありがたいです。まだ使い切れていない状況なのでこれからたくさん使ってい

こうと思います。 

・グリーン・パルだより、いつも楽しみにしています。コロナ前は宿泊利用やビアガーデン等に使用させていただい

ておりました。これから少しずつでも以前のように使用できる機会が増えると嬉しいです。これからも魅力あるイ

ベント等、楽しみにしています。 

・グリーン・パルだより、いつも楽しみにしています。アフタヌーンティー企画は毎年欠かさず参加するほどお気に

入りで、これをきっかけに新たなお店を知ることもできました。これからも素敵な企画をお待ちしています。 

・グリーン・パルだより、見やすいし参加したい講座や利用したいと思う内容が盛りだくさんでいつも楽しみにして

ます。これからも都合が合うときはすすんで利用したいと思ってます！ 

・グリーン・パルだよりが届くのが、毎回楽しみです。最近の物価高で、割引やお得な商品等とても助かります。行

ったことのない所に『行ってみよう！』という気にさせていただいてます。これからも老後やお金の心配もありま

すので、お金の運用等の講座にも参加したいと思っております。 

・グリーン・パルだよりだと遅れて手元に届くことがあるため、メルマガにして欲しいです。 

・グリーン・パルだよりにある紙のチケットは必要な時に持ち歩いていない時があるので、全てスマホで表示して使

えるようになるとありがたいです。ディズニーのコーポレートプログラムを送っていただいた際には、他の割引の

案内なども添えていただき、丁寧でありがたかったです。 

・グリーン・パルだよりを始業前やお昼休みに、今回はどんな企画なんだろうとページを開くのが楽しみです。数年

前から企画も面白いものにかわってさらに楽しみが増えました。企画を作るのは大変だと思いますが、今後も楽し

みにしてます。頑張って下さい！ 

・グリーン・パルだよりを毎月楽しく見ています。特に地場産品の福袋企画は毎回応募しています。肉のいとうの福

袋が当選し、お得に美味しいお肉を食べられ大変満足しております。今までは映画館チケット等は申込んだ事があ

りませんが、映画に行く機会を作る為にも申込みしようかなと思います。 

・グリーン・パルのおかげで味噌作り等普段は出来ない体験をすることができました。いつも楽しい企画をありがと

うございます。 

・グリーン・パルの助成の記事で初めて知った施設がたくさんあり、実際に訪れて楽しむことができました。ありが

とうございます。 

・グリーン・パル事業のおかげで、福利厚生が充実しております。 

・グリーン・パル便りを職場の人と見て話すのも楽しみの一つです。 

・クリスマスケーキ利用補助など色々なサービスが今後も継続されるとうれしい。 

・だよりいつも楽しみにしています。物価の値上がりに頭を悩ませる事が多くなったこの頃。地域に根差したお得な

情報など、もっと増やして頂けるとうれしいです！よろしくお願いします。 

・けっこう、よく見てみると色んな所でも割引があり大変便利でした。これからもっと使える所が増えると嬉しいで

す。 

・このような抽選企画、とても楽しいのですがなかなか当たらず、悔しいです。当選しますように… 

・この時期はスキー場利用します。大変ありがたいです。 

・コロナで外出の機会が幾分減っているので、レシート企画は楽しんで参加できています。クオカードペイの導入も

大変ありがたいです。 
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・コロナで職業柄使いたいけど行けなかったり、参加難しいことも多いですが、使いたいものがあったときとても嬉

しかったです。ありがとうございました。 

・コロナで難しいのかもしれませんが、落ち着いたら、味噌作り、スイーツ作りの教室を開催して欲しいです。 

・コロナ禍でも苦労して企画してると思います。映画の利用をしたいのですが、屋内施設はまだ様子見です。共済金

が現金支給とはとてもうれしい(≧∇≦) 

・コロナ禍で外出やその他イベントに対してまだ抵抗がありますが、共済金や助成金については満足しています。 

・コロナ禍で外食機会が一時期減ってしまいましたが、コロナ禍に合わせた企画も増え、有り難く思っています。 

・ご当地商品の紹介企画など、知らなかった貴重な品物などの紹介が良かったです！！こういう企画も増やして欲し

いです！！ 

・サービスやお祝い等利用させていただいております。今後も、会員で良かったと思えるような企画やサービスを期

待してます。 

・サービス内容は十分過ぎる程充実している。 

・さくらんぼ狩りはとても満足しました。ありがとうございました。 

・ジャンル別のお得な福袋販売があったら面白いと思います。 

・すごくありがたい福利厚生なんですが、申請し忘れ（自分の責任です）があったりするので、カテゴリー別にネッ

トに見やすく載せていただけると助かります。 

・すごくお得な情報があり、何度も利用していますが、申込み開始日を忘れていたり開始日でも遅い時間に気付き、

人気の物は即売り切れで購入できない事も多々あったので、アプリ導入でプッシュ通知やメールなどで開始日や新

しい情報などのお知らせがあればいいなぁと思います。 

・チケット関連の利用がとてもやりやすくて良かったです。コロナとの生活にも慣れてきて、ちょっとした旅に出か

けたいので、宿泊施設割引の増額や、対象の範囲が広がるなど(家族以外でも 1 人までなら OK など)したらいいな

と思います。 

・チケット購入や助成金、施設割引など有効に活用させていただいております。対応も早くて助かっております。あ

りがとうございます。 

・ドライブ時に迅速な対応をして頂きました。 

・ニーズに合わせて改善しながら運営してくださってありがとうございます。これからも楽しみにしています。 

・ネットで申請できるようになり便利に感じています。 

・パソコン講座やパーソナルカラー講座などで、大変お世話になりました。とてもお得な金額で参加できて大満足で

す。コロナ禍で、講座は難しいかと思いますが、またいろいろと開催していただきたいです。 

・ぶどう狩りなどとても楽しめて良かったです。会社のイベントなどに使えるような団体のイベントがもっとあった

らとても良いなぁと思います。 

・フルーツ狩りや、陶芸体験等家族で参加させて頂き、毎回楽しみにしています。今後も期待しています。 

・プレゼントが高確率で当たるので面白い。とても楽しく嬉しいです。 

・ベガルタ仙台のチケット安く買えて有り難いです！ 

・まだ 1 度しか利用できていませんが、いつもグリーン・パルだよりや LINE を楽しく拝見させていただております。 

・ミュージカルや各種イベントのチケットが安く手に入れられていつも助かっています。かゆいところに手が届く感

じで、あらゆる助成があって良いですね。これからもよろしくお願いします。 

・レシートチャレンジ企画など楽しく参加させていただきました。感染症の影響で 参加型のイベントは未だ積極的

に利用出来ないこともあり応募形式のイベントはワクワク感もあり良かったです。これからも様々な企画を楽しみ

にしています。 

・レシートでチャレンジの企画は、気軽に参加できるので好きです。宿泊の助成は何度も利用しており、対応が早い

のでありがたいです。提携の宿泊施設は毎年度チェックしています。 

・以前、プレゼント企画に応募したのですが、募集基準を間違えたまま送信してしまいました。数日後、担当の方か

らメールがあり、「間違いがあるので訂正の上再度お申し込みください。」と丁寧なご連絡をいただき感動しました。

その節はありがとうございました。 

・以前、子供とお料理教室に参加して、とても楽しかったです。また再開していただきたいのと、スパリゾートハワ

イアンズの特別入場券、今年も販売していただきたいです。 

・以前に比べて、補助券の使用が簡単になり助かります。 

・意外性のある多様なサービスがあり、驚きます。こまめに活用できそうだと感じます。 

・映画チケットや商品券が安く買えてとても助かります。これからも利用させていただきます。 

・映画や野球のチケット等をお安く手に入れられるのでとても重宝しています。また、資格取得の支援や慶弔金は、

物入りな時にとてもありがたく頂戴しました。これからも様々なお得なサービスをよろしくお願いします。 

・温泉が大好きで、グリーン・パルで割引がきくのでよく利用させていただいています。これからもどんどん利用で

きればと思います！ 

・家族厚生に大いに役立っています。 

・過去子供の入学金をはじめ、勤続祝いなどを頂いて、プラス色々な企画やプレゼントにも応募、当選させてもらい

ました。職場が病院のため、コロナ禍で辛いなか毎月楽しい情報を頂いて感謝しています。いつもありがとうござ

います。 

・介護職で、旅館、ホテルなどの割引はなかなか使えませんが、商品券販売など非常にありがたく応募させて頂いて

おります。今後とも変わらぬサービスを頂けるととてもありがたいです。 

・会員だけでなく家族の分も予防接種の助成があるのは大変ありがたいです。他のサービスも利用したいと思いなが
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ら、なかなか機会がなく利用できておりませんが、おたよりは毎号じっくり読み楽しませていただいています。 

・会社の出入り口にグリーン・パルだよりがおいてあるので発行されたらすぐ見るようにしています。最近は早い者

勝ちの商品が多いですが、その方がグリーン・パルを読む方が増えるのではないかと思います。今後も楽しみにし

ています。 

・会社の福利厚生としてすごく満足です！ 

・楽しそうな企画がたくさんでいつも楽しく利用させて頂いております。タイミングがあわず興味のあるものもなか

なか利用できないこともありますが、これからもステキな企画を楽しみにしております。 

・楽天のチケットはいつも御世話になってます。今後も抽選申込みしたいと思いますので、2023 年も宜しくお願い致

します。 

・季節の果物や野菜狩りに利用させて頂きました。子供や友達と一緒に今しかできない経験をさせて頂きとても嬉し

く思っています。これからも沢山利用させて頂きたいです。 

・共済金があって良いです。支払いがスムーズで良かったです。 

・近所のスポーツジムでグリーン・パルが使えるので、使わせていただいております。入会するまでの回数は行かな

いので、1 日利用券で使えるのはすごく嬉しいです！いつもグリーン・パルだよりも楽しみにしています。今後とも

利用させていただきます。 

・国家資格取得助成は、とてもありがたいです。モチベーションアップに繋がるので、今後も継続してほしい。 

・今まで、正直 3 歳の手のかかる双子含め 4 人の子どもがいる我が家には合わないサービスばかりでしたが年齢も大

きくなり、これから様々体験させてあげられるのかなと思うと楽しみです。今後ともどうぞよろしくお願いします！ 

・今回のプレゼント企画をまた行って欲しい。 

・今回の様な特別企画があると、枠にとらわれず皆さん応募ができるので、嬉しいと思います。 

・今回はどんな企画があるのかと、毎回グリーン・パルだよりを楽しみにしています。様々な補助券を家族で利用さ

せて頂いております。また楽しみなイベントを企画してください。 

・今月は何かな？と毎月届くグリーン・パルだよりを楽しみにしています。この時期はゲレンデのリフト券をお得に

購入できるので、毎年利用しています。昨年度あったような、果物・お肉・お魚などの福袋？がとてもワクワクし

ました。食べてみよう、行ってみよう…ときっかけにもなっているので、ありがたいです。 

・今現在のような厳しい状況下でも、より良いサービスを提案しようとの努力、大変嬉しく思っております。今後、

利用を増やして行きたい。 

・今年はじめてグリーン・パル会員になりました。お得に利用することができるのと同時に、初めて目にする観光名

所や情報があるので、宮城県のことを知る機会にもなり、いつも楽しく利用させていただいております。ありがと

うございます。 

・今年初めて利用させて頂きました！格安になることが多く、今じゃ手放せません?いつもありがとうございます！！

これからも沢山利用させて頂きます！ 

・今年初めて利用してみました。手続きが面倒だと思っていたが、思っていたより使いやすかった。 

・最近疲れなのか年齢なのか、外に出るのが以前より億劫になってしまっています。そんな中で、自分ではなかなか

調べない場所やアクティビティがグリーン・パルだよりを通じて魅力的かつリーズナブルに紹介されており、初め

ての体験に繋がったり、コロナ禍でも出かけるきっかけになりました。これから宜しくお願いします。 

・子どもがいるので、レジャー施設等行く事が多く、学校で渡される割引き券よりも安く利用できるので、とても助

かっています。ありがとうございます。 

・子供がいる会員にとってお祝い金が受け取れるのはとてもありがたいです。 

・思ったより時間がかからなくて感心した。 

・私達職員のために様々な企画、サービスを考えて頂きありがとうございます。いつも助かっています。 

・宿泊施設割引は、家族みんな適応でうれしく思っています！！以前急な割引券発行をお願いし、事務所まで取りに

行った際、こころよい対応していただきみなさまの人柄のよさ、職場の良さを感じました。その節はありがとうご

ざいました 

・助成は助かりますし、体験割引などの様々なメニューがあり家族で楽しんでいます。利府の VS PARK があると嬉

しいです。 

・申込の訂正を快く行って下さったり、宿泊割引のお願いをギリギリにしてしまいましたが、速達で届けてくださり、

とてもありがたかったです。大変お世話になりました。ありがとうございました。 

・申込みが電話ではなくスマホから簡単にできるようになって便利になりました。グリーン・パルだよりも楽しみに

しています。ジックで支払いができるカードの種類が増えるといいなと思っています。 

・仙台ひと・まち交流財団らしさを持ち味に今後も宜しくお願いします。 

・先日、購入した、もち豚セットはとても美味しかったです。ぜひまたお願いします。 

・他の会社の福利厚生よりも、バラエティ豊かで、さらにとても割引率が高くて羨ましい！と言われます。グリーン・

パルだよりも楽しみにしています。いつもたくさんの企画などを考えていただきありがとうございます。 

・他県から引っ越してきたのですが、グリーン・パルだよりのおかげで県内の名所を知れました。ありがとうござい

ます。 

・他地区の福利厚生サービスに比べても大変サービスが充実していると思います。スポーツ、話芸のチケット枚数の

拡大に期待しております！ 

・大手の福利厚生サービスと異なり、気のきいたサービスがあるのがうれしい。地元密着型でよいですね。 

・地域に根差した活動で満足しています。 

・地元の事業者に対しての福利厚生が充実していて企画が毎回楽しみです。対応も丁寧だと思います。 
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・地場産品はなかなか手にしなかったので、グリーン・パルを見て購入したくなりました。ありがとうございます。

これからも色々なものをご紹介してもらえるとありがたいです。 

・丁寧で迅速な対応に感謝しております。地場産品の詰め合わせセットや、ホテル、有名店のランチの企画が大好き

です。今年も楽しみにしています。 

・長く勤めた会社だったので勤続祝金がとても嬉しかった。施設で使わなくてもこうしたサービスが嬉しいので続け

てほしい。お得なチケット販売もいつか利用したいので物価高の中大変助かるからぜひともお願いしたいです。 

・長く働けば働くほど、お祝い金も充実しており、家族でも楽しめる施設のチケットも購入できとても良いです。 

・電話した際丁寧な対応ありがとうございます。電話で問い合わせなどしても、親切に教えてもらえるので助かって

います。これからもよろしくお願いします。 

・内容がどんどん充実していると感じます。スタッフの皆様のご尽力を感じます。毎回楽しみにしています。 

・肉のいとうの福袋がかなり良かった。またやって欲しい。ソフトボール大会はレベル別にして欲しい。 

・年末のレシートチャレンジは毎年楽しみにしています。春夏秋冬、開催してほしいです。毎月、家族もたよりを楽

しみにしています。これからも安定の企画(グルメカード、美術館・博物館チケット)よろしくお願いいたします！ 

・発送等も早くてとても良いです。今後も利用したいと思います。 

・普段なら購入することもないけど、安いなら…と福袋を購入できたりして、コロナ禍前の生活では経験できなかっ

たかもしれないことをできた気がします。幅広く企画してくださってありがとうございます。 

・福袋を購入して、とても満足しました。大変お得で楽しみにしています。今後もぜひ企画して欲しいです。 

・福袋企画もっと実施してほしいです。夜中に申込み開始はちょっと無理があるような… 

・福利厚生が大きな会社と比べて充実していないのでグリーン・パルのようなシステムは大変ありがたい。 

・平素より、大変お世話になっております。子供との、陶芸やぶどう狩り、雪山でのレジャーなど、思い出作りに利

用させて頂き、本当に心より感謝の気持ちでいっぱいです。いつも、本当にどうも有難うございます。今後も、何

卒宜しくお願い申し上げます。 

・毎回グリーン・パルだよりを楽しみにしています。お得情報がたくさんで嬉しい！ただ先着順の人気の企画、商品

はすぐに終了してしまい残念な思いをしたことも何度かあります。募集枠を増やすなどの対策を望みます。これか

らも楽しみにしてますので、よりお得で楽しい企画をよろしくお願いします。 

・毎回グリーン・パルを年頃の娘が楽しみにしているので買物にメリットがあるような企画をしてほしい。 

・毎回興味深い企画や、旬の美味しそうな食べ物など紹介してくれて、グリーン・パルだよりを楽しみにしています。 

・毎月 お便りが届いて職場の皆さんとも話が弾みます。コロナで控えなくてはいけないときもありますが、愉しい企

画を楽しみにしています。 

・毎月、いろいろな企画を考えるのも大変だと思いますが、これからも頑張ってワクワクする企画を提供お願いしま

す。 

・毎月、グリーン・パルだよりを楽しみにしてます。子供がいるので、レジャー施設を利用してます。利用料が割引

されててとても嬉しいです。昨年は、鬼首でのゴンドラに乗ったり、木下サーカスに行きました。大人も子供も大

満足です。来月はいちご狩りがしたいと思ってます。家族が多いので、割引率が高いととても助かります。これか

らも楽しみにしてます。 

・毎月、グリーン・パルだよりを楽しみにしています。ありがとうございます。Q4 で答えた助成額の増額と利用でき

る施設を増やして欲しいは、どちらにするか迷ったところです。コロナ禍で県外よりも県内で出歩くことが多くな

り、利用頻度が増えたように思います。これからも楽しみにしています。 

・毎月グリーン・パルだよりを確認するのが楽しみです。これからもお得でワクワクするサービスを楽しみにしてい

ます。観光の助成があると休日に出掛けるきっかけが出来て嬉しいです。 

・毎月グリーン・パルだより楽しみながら拝見しています。地元の施設を利用するのに割引があると使う機会が増え

るのでとても良いと思います。皆が利用する仙台駅のテナントで利用できるサービス充実希望です。年会費を払っ

ている以上のサービスを利用できていないのが現状です。会社内でも退会しようかなという声が聞こえてきている

ので、少額でも簡単にかつ身近に使用できるサービスがあれば良いかなと思います。 

・毎月会報誌を楽しみにしています！映画館、TOHO シネマのチケットがあれば嬉しいです。 

・毎月楽しみにしています。子供が小学生です。小さい時からレジャーの割引をよく利用してました。グリーン・パ

ルがきっかけで色々体験させることができました。 

・毎月発行されるグリーン・パルだよりをいつも楽しみにしております。物価高が続く中、お得に利用できる福祉サ

ービスはとてもありがたく感じています。今後も割り増し商品券などの販売を充実して頂けますと嬉しいです。 

・毎号、楽しみにしております。特に、ギフトカードはお得すぎるため、毎回注文させて頂いてます。ギフトカード

は、発売日の夜中 12:00 の日付が変わるタイミングで注文しているくらいです。注文数など、もう少し多くして頂

けると嬉しいです。また、飲食店利用や、レシート応募企画も大好きで、利用させて頂いてます。ギフトカードの

種類などがもっとあると嬉しいです。 

・毎年インフルエンザ予防接種の助成を申請させていただいています。他にも楽天等のチケットの販売や毎年のソフ

トボール大会の開催、グルメギフトカードの販売など充実していてとてもありがたいです。ただ宿泊利用の助成に

関してはネットから予約する方が安い場面がほとんどで今まで利用することができていませんでした。こちらの助

成額が増額されると利用者側としてもさらに使いやすくなるのかなと思います。よろしくお願いします。 

・毎年ボウリング大会や果物狩り等のイベントを利用しており、内容にとても満足しています。またインフルエンザ

予防接種の補助も申請人数に限りがなくなりとても了解しやすくなりました。これからもイベントの開催や福袋な

どのお得な情報を楽しみにしております。 

・面白い企画楽しみにしています。子育て支援休日ワンオペになるので 安くて体が動かせることがいいです。 
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・利用券がすぐに届いたり、対応がとても早く、とてもありがたいです。 

・先日レシートを出すイベントがあったが先着順だった。抽選にして欲しかった！?イチゴ狩りに行ったがお土産割

引があったら嬉しい。 

・『宿泊』→イマイチ。ネットで申込むことが多く、その際は使えないことが多い。ヘビーユーザーの実例とか、使い

方のポイント、体験談などがグリーン・パルだよりや HP に載っていると、普段使わない人や、使ったことのない

サービスを使う方にとってもわかりやすいと思う。また、実際に割引等を使ったユーザーが『口コミ』出来るよう

な機能があると、“今度使ってみよう”という気になると思う。 

・LINE が見辛い気がします。グリーン・パルだよりが 1 番便利かと。また、LINE での案内が、グリーン・パルだよ

りが手元に届くタイミングよりも早いため、グリーン・パルだよりを基に申込もうとすると既に完売ということが

ある。改善点のひとつだと思います。 

・いちご狩りやさくらんぼ狩りだけでなく、一般の人が参加できるようなイベント、企画の充実を望みます。 

・いつもグリーン・パルだよりを楽しみにしております。しかし数量限定のギフトカードなどを、グリーン・パルだ

よりを見てから申込もうとすると、届いてすぐでも、もう売り切れていることが多いです。受付開始を過ぎてから

グリーン・パルだよりが届いているようで…残念です。グリーン・パルだよりであらかじめ受付開始の日時を、前

月など事前に予告公表していただいたほうが公平な気がします。 

・いつも利用させてもらっています。共済金など結婚出産してありがたいなと思う反面、単身者の頃はあまり利用で

きないのが残念だなと感じていました。どの世代、どのライフスタイルでもできるだけ広く恩恵が受けられるよう

にして欲しい。 

・インフルエンザの助成金とレシートキャンペーンしか利用したことがありません。チケットや宿泊の割引がありま

すが、手数料？送料？がかかるので、お得感が全くなく、他のサービスを利用しようとは思わないので、もっと利

用したいと思わせる金額設定をお願いいたします。 

・おたよりいつも楽しみにしております。お料理講座など【親子対象】が多いので残念です。大人のみで洋菓子・和

菓子作り講座など計画していただけませんでしょうか？また、今回は『いちご狩り』の案内がありましたが、他の

果物の『○○狩り』も計画していただくと嬉しいです。 

・お金が無駄にならないように、皆に還元できる工夫をお願いしたい。若い人には色々お金がもらえて、よいかもし

れないが、中年層には、不満があると思う。 

・お祝金を会社経由でなく個人で直接申し込めると助かります。 

・ギフトカードなど買えたことがありません。数量をもっと多くして欲しいです。 

・ギフトカードの販売種類をもっと増やしてほしい。 

・クオカードペイが利用しにくいです。ページを開く手間が面倒なので、何かもっと使いやすくしてほしいです。 

・グリーン・パルだより職場で楽しみにしています。なかなか、福利厚生使う機会が少ないのですが、予約無し、会

員証提示でパッと使えるサービス拡大をして欲しいです。 

・グリーン・パルだよりを頂くと、どれに行こうかな？と探している自分が居ます。例え 500 円の割引でも主婦には

嬉しいですし、グルメからアクティビティまで幅広いプレゼントがあるのも嬉しいです。 

・グリーン・パルだよりが仕事の息抜きになるので、中身がさらにボリュームアップされることを期待します。 

・グリーン・パルだよりが職場に届く頃には、グルメギフトカードなどの先着順のものが売り切れていることがあり

ます。 

・グリーン・パルだよりはサービスそのものを使わなくとも家族とグリーン・パルだよりを見ながら「ここは行きづ

らいけど別の温泉行ってみようか！」とか「家族でボウリングいこっか！」など出かけるきっかけを頂いておりま

す。また、以前参加した e スポーツの大会はゲームも好きですし、夫婦で楽しめたこともあったのでまた開催して

頂けると嬉しいです。 

・グリーン・パルだよりを見て興味があるものだと惹かれて利用することが多いです。お便りも楽しみにしています。

個人的に福袋が良かったので拡充お願いしたいです。 

・グリーン・パル利用者対象にお楽しみ抽選会等、年 2 回位、実施して欲しい。 

・クリスマスチャレンジに応募したのですが、当選メールをいつ頃送られるのか知れると助かります。 

・クリスマスとか、恵方巻きとかイベントごとの料理教室を開催して欲しいです。 

・クリスマスみたいに月に少人数でも良いので、お誕生日イベント助成みたいなものがあるとうれしいです。 

・グルメギフトカードは、再販してもすぐに売り切れてしまうので、希望者が全員購入出来る様な枚数を確保してい

ただきたいです。 

・グルメ系のギフトカードは人気なこともあり、なかなかゲット出来ないのが悔しいです。どのくらいの本数を用意

しているのか気になる＆本数をもう少し増やしてもらえたら嬉しいです。 

・コロナ禍で県外移動が困難なので、県内サービスのより一層の向上を期待したい。 

・コンサートチケットを web で予約可能にして欲しい。 

・コンサートや観劇のチケットを購入するのに、いいアーティストがなかなか出てこないので、できればサンドイッ

チマンのコンサートなどがあるといい。 

・スポーツ大会や体力測定器具の貸出、インストラクターの派遣（コロナ過で施設利用が難しいため）等、健康に関

するサービスを増やして欲しい。 

・チケットや補助金など先着順ではなく、抽選にして欲しい。仕事をしているので、終ってから応募しようとしても、

先着順だと終ってることがほとんど。 

・チケット購入をしようとしたがインターネットの使い方がよくわからず断念した事があった。 

・チケット販売は、先着順より、なるべく抽選でお願いしたい。 
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・チケット販売開始時期が分かりにくいので明示してもらいたい。 

・デジタルばかりの応募にならないで欲しい。 

・どうしてもグリーン・パルだよりを見ての申込みになってしまい、予定数を超えてしまっていることが多いです。

気をつければ良いのですが。 

・とても安くチケットが購入できてよかったです。キャンセルが出たりチケットが余った時にさらに安く販売してい

ることに最近気がついたので、どのタイミングでサイトを覗けばいいのか分からないのでもっと広報して欲しいな

と思いました。プレゼント企画も増やしてもらえるとありがたいです！ 

・なかなか事業を身近に感じられないのが、残念だな…と思います。職場でグリーン・パルの話題が出ても、事業内

容を分かっていない方が多く、インフルエンザの助成などを教えてあげると、喜んでいました。PR 方法や広報の仕

方を、もう少し工夫出来ると良いのかな…と思います。 

・ファックスで手続きをした後の完了のお知らせがあるとうれしいです。 

・プレゼント企画は先着順ではなく抽選で統一して欲しい。 

・プレゼント企画や、チケット割引はよく利用者しています。クーポンと会員証の提示が必要な事が多いので、電子

会員証システムがあると、スマホ提示でできるので、さらに利用しやすいのでは、と思います。 

・ホームページにログイン機能をつけて、毎回の応募に会員番号、氏名、住所等の入力業務を減らして欲しい。 

・ホームページをもっと見やすく、かつ操作しやすくしてほしいです。また、取扱う商品の種類を増やして欲しいで

す。 

・マクドナルドのギフト券も販売してほしい。ベニーランドの年間パスポート割引など。松森のいちごいちえという、

いちご狩りを補助してほしい。 

・まだまだコロナ禍が続くので、季節に合わせて旬な福袋が沢山あると嬉しいです。 

・まだまだ大勢の集まる場所には行きづらいので、イベント以上に販売企画が増えてくれると嬉しいです。 

・もう少し文字を大きくして欲しい。幅広い年代の方が見ると思うので。40 代の私でもたまに見づらい時がある。 

・もっと地域に根差した様々なサービスを提供、紹介して仙台を盛り上げて欲しいです。 

・やや毎月内容が似てきているため、サービス内容の拡大に期待してます。 

・ユニバーサルスタジオや東京ディズニーランド等のパーク内チケットだけではなく、宿泊ホテルとセットの販売割

引などがあれば、嬉しいです。 

・ライン登録が出来たらもっと使いやすくなる。 

・レシートで QUO カードが当たるものは、参加させていただいています。QUO カードは使用しやすくありがたい

です。ただ先着順だと都合が合わないと既に締め切られていることがあり残念なので抽選にしていただきたいと思

います。 

・以前勤めていた会社では関東の健康保険組合に加盟していましたが、サービスの対象となるお店が、関東圏がメイ

ンでなかなか利用できませんでした。ぜひ今後も地域が活性化するような店舗やスポーツなどを企画して頂けると

嬉しいです。 

・映画チケットはよく利用させてもらっています。チケット割引になるイベントがもっと多かったら嬉しいです。ま

た、資格補助を年間 1 回しか申請できませんが、もっと増やして欲しいです。 

・映画チケットを利用したのですが、コンビニでの支払いが現金のみだったので、他の支払い方法(jcb クレジット、

バーコード決済など)が使えると嬉しいです。 

・映画チケット等の郵送に時間がかかる。 

・援助金などがいただけたりする際、国家試験なら３月あたりなどにグリーン・パルだよりに目立つように記載があ

ると、ありがたいです。仕事仲間に教えてもらい使わせていただきましたが、季節ごとや、その時折にみなさんが、

申請しそうなものがわかりやすくあると、使いやすく嬉しいです。 

・会社紹介コーナー。良い職場環境にする為に取組んでいる事など他の会社環境が気になります。 

・会費が安く、各サービスに重宝しております。希望としては、学びなおしの時代、スキルアップ向けの福利厚生を

増やしてほしいです。 

・会費の元をとりたいとは思いません。社員が、『会社がグリーン・パルに加入していて良かった。』と思える生活提

案や情報を増やして欲しいです。 

・外食や、フルーツ狩りなどの割引サービスをよく利用します。職場の人と行って、家族とも行きたい時、利用券が

2 枚付いているといいなぁと思う時があります。 

・楽天イーグルスのチケットなど、以前より当選しにくくなってから、あまり利用しなくなりました。例えば外野の

安い席を多めに当たりやすくするなど、本数を増やして頂けると嬉しいです。ハワイアンズのチケットは、行った

ことがなかったので今回のことをきっかけに行く予定です。ハワイアンズのホテルも割引になるので、利用を考え

ています。 

・楽天イーグルスのチケットを充実してほしい。例えばプレミアムチケットがあったらいいなと思います。 

・割引が効くので出かけようと思うし、出かけたら購買意欲もわくのでいいな、と感じます。あとは、お得と感じる

と、普段選ばないものでも購入に繋がり、新しい出会いの場になる気もします。 

・割引きサービスやギフトカードはとても助かっており、度々利用しております。他にもいろいろなギフトカードを

増やして頂けると嬉しいです。プレゼント企画も充実していると良いです！！ 

・企業なら、何人でも希望者は入れるようにしたい。 

・客先常駐の働き方でいつイベント開催が更新されたかわからないのでメールや LINE で通知されるとありがたいで

す。 

・共済金の請求の添付書類を簡単にして頂きたいです。戸籍謄本の取得など、なかなか申請の際に大変さを感じます。 
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・健診で受ける胃カメラの助成があると嬉しい。グルメカードを購入しようとすると、手数料が大きくあまりお得感

を感じづらいです。 

・後で応募しようと思い、気がついたら締め切られていたという悔しいことがあったので、お得な情報は漏れないよ

う、すぐできない時にはカレンダーなどに書いておこうと思いました。 

・行きたい施設などがグリーン・パルの対象になっているとうれしくなります。もっといろいろな所で利用できると

なおうれしいですが、まずは会計をするところで『グリーン・パル対象』ということがもっと分かりやすいと助か

ります。また、映画などの事前に申込みが必要なものが当日でも利用可能だとより利用しやすくうれしいです。 

・国家資格助成を以前のように現金で個人に振込みにして欲しい。また、国家資格以外の試験助成も欲しい。 

・今の職場になってから、グリーン・パル事業を知りました。企業の福利厚生としてもっと認知されると良い事業だ

と思います。 

・今回は何利用出来るかな?と毎号楽しみにしています。宿泊施設で使える助成金はとても助かっています。欲をいう

なら１年で使える回数を増やしていただけるとありがたいです。 

・今年は付加健診の助成金が出る歳だったので受けました。5 年毎の年齢制限がなければ、もっと付加健診を受けや

すくなると思います。 

・子供がいないと利用機会が少なくなりがち。誕生月に特典（割引）があるとか、なんか利用機会が増えるといいな

と思います。 

・年に一度は会員全てに何かを還元して欲しい。 

・事前申込が必要なく当日カードを見せるだけで利用できる割引サービス等がもっと増えるといいです。 

・自身が利用するサービスが多々あり、とても満足しています。今後も今のような充実したサービス、特に子どもと

一緒に利用ができましたらより嬉しいです(^_^) 

・車がない人にも利用できるような、ある程度街中か最寄駅からアクセスしやすい施設の割引などがあればもっと利

用したいなと思います。 

・若い方向けの婚活、熟年層向けの終活イベントお願いします。 

・宿泊や食事などお得感が少ない気がします。割引率が大きくなると、もっと利用したいと思えると思います。また、

グリーン・パルガイドブックの紙媒体の割引券は使用しずらさがあります。 

・情報が早く届くようメルマガ会員登録などしてはどうか。 

・助成金などがもう少し早くもらえると助かります。 

・職場に届くグリーン・パルだよりを配布されてからチケットなど申込みしようとすると終了の事が多かった。 

・色々とお得に使わせてもらっているのですが、ギフト券の競争率が高くなかなか購入できません。先着では無く抽

選にはならないでしょうか？ 

・色々と利用させていただいてます。このアンケートで国家資格取得の助成があると知りました！普段主にグリーン・

パルだよりしか見てないので、サービス内容をグリーン・パルだよりでもたまにでいいので、ご案内していただけ

るといいなぁと思いました。 

・色々なサービスがあるが上手く活用できていない為どこか損をしている気になってしまう。私はプロレスや格闘技

が好きなのでそのようなチケットも安く提供してもらえると嬉しい。あと、舞台やミュージカルなど頑張って良い

日程を取ってもらえるとありがたいです。 

・食事などの助成金について種類が多々あるのはうれしいですが、その分割り当て額が少なく感じて（３００～５０

０円ぐらい）これなら他のサービスからの割引と変わらないのではと思うことがあるため、選べる選択肢は減って

もその分助成額が大きい方が利用してみようかという気になるのではないかと思いました。 

・申込みがネットだと楽だなと感じた。電話申込みは時間が無いと大変なので、できるだけネット申込みにして欲し

い。 

・申込みのホームページなどが、わかりにくいことがあるので改善していただけると幸いです。 

・身近な場所で使用できるグルメ関係の割引がもっとあると利用したいと思います。 

・人気のものはすぐになくなってしまうので、今までの当選歴などを管理して同じ人が何度も申込み出来たり当選し

ないようにして欲しい。 

・人数制限がある場合の先着順は，公平感に欠ける｡ 

・正直なところ、宿泊利用などの助成額が今のままだと魅力がなく、他の旅行サイトで申込んだ方が楽で安いところ

があります。ご検討頂けますと幸いです。 

・昔々はカラー印刷ではなかった。良い紙やカラーで、勿体ないと思ってます。プレゼント企画や気軽に楽しめる企

画が嬉しいです。 

・仙台市の小規模な飲食店でも利用できるクーポンやサービス等が追加されると嬉しいです。 

・全く無いよりは良いものの、どうもお得感が少ないサービスばかりだなといつも感じています。グルメギフトカー

ドの割増しも微々たるものなのに、更に手数料まで取られるのには驚きでした。 

・大江戸温泉宿泊割があるといいな 

・抽選販売で当選者にはメール連絡があるが、はずれた会員には連絡が無い。申込者数や当選率などを知りたい。ま

た、商品に興味があり申込んだ会員ばかりなので、外れた会員に対しても優待価格での購入を案内するなどしては

どうでしょうか。 

・弔慰金、お祝い金等の入会から何年の条件でいくつか除外されました。この条件はいらないのではないか。 

・弔慰金の請求書類の簡素化、不正利用があった事業者や会員にはペナルティを与えればよろしいのでしょうか？他

の会員ご迷惑です。 

・弔慰金申請用紙の金額を総額で記入するのか、保険相当額を記入するのか、分かりにくかった。 
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・長期間入会している年数により、祝金額をもう少し上げていただきたいです。 

・提携しているボウリング場でグリーン・パルの割引を使おうとしたら、使えませんと言われたので、割引を使いや

すいようにしてほしい。 

・電子チケット化。予約なしで使いたい。数量限定は困る。 

・電話が中々繋がらないので回線を増やして欲しい。 

・病院勤務です。コロナ禍でイベントに参加することを躊躇してしまいます。体験サービス以外の事業も考えていた

だけるとありがたいです。 

・福袋、当たった事はありませんが、いつも楽しく応募させていただいてます。これからも是非企画して下さい。 

・募集人数が少ないので、パンフレットが手元に来た時には定員に達していそうと思い諦めてしまうことがある。で

も、企画が色々あるので、パンフレットを見るのが楽しみになってきました。 

・毎年、同じ内容ばかり。もう少し、中身の重要度を上げると利用者増えると思う。私は、毎回利用しているが、変

わり映えがなくて、人に「これ、良いよ！」とは勧められない。 

・毎回とても楽しみです。山登りツアーや断食ツアーみたいなのがあると嬉しいです。リフレッシュ系。 

・毎回楽しみにしています。コロナ禍でいろいろな制限があるなかなので、プレゼント企画や体験できる学べる企画

があったら嬉しいです。 

 

（２） グリーン・パルが提供する福利厚生サービスについて、令和３年４月１日以降、１度もご

利用いただいたことがない会員様からのご意見・ご要望等。（主な内容の抜粋） 

 

Q2．「一度も利用していない」のは、なぜ利用しないのか？ その他のご意見  

・一度申込んでみたけど、抽選にはずれてしまった。もっと定員を増やす、申込み人数にあわせて講座の回数を増

やす等して欲しい。 

・加入したのが昨年の 12 月で、会員になったばかりだから。 

・会員番号が不明だった。カードを持ち歩いていないため。 

・申込みが面倒だ。 

・手続きする時間が無くてできなかった。 

・利用したいサービスはありますが、スケジュールとの兼ね合いでまだ活用できておりません。 

・令和 2 年には利用させていただきました。タイミングが合えばぜひとも利用したいと考えております。 

・令和 3 年 4 月以降、利用したかどうか忘れてしまいましたが、今まで何度も利用させていただいてます。 

・いつも楽しく拝見していますが、コロナ禍で中々出掛けていないので、今後出掛ける参考にさせて頂きます。 

・利用しようとした頃には定員が埋まっていた。いつも気づいたら期限が過ぎている。 

・イベントの日が合わない。タイミングが合わなかった。 

・利用する時間がない。利用期間があわなかった。 

・以前映画チケットで利用したことがある。今は忙しいため利用していないが機会があればまた利用したい。 

・興味があるものも、忘れて期限が過ぎてしまう。応募が遅くなって、定員締切になっていた。 

・応募したが個数制限があり、抽選にもれたため結局利用できなかった。 

・会員とその対象者の表記がサービスごとで違い分かりにくい。 

・自分でチケットを取った後に、グリーン・パルだよりに載ったから。 

・補助券を持って行かなかった為にサービスを受けられなかった。 

・グルメ関係はコロナ禍なので、二の足を踏んでしまっていました。それ以外も利用したいものはありましたが、

日程が合わなかったりしました。 

・コロナで自粛中。コロナ禍にあり、外出を控えているため。 

・コロナ前は野球観戦応募など利用していたが、医療関係ということもあり、なかなか利用できないでいる。 

・友達もおらず 1 人なので行く機会がなかなかない。 

・あまりお得感がない。他でサービスを受けたほうが安くなる。 

・体験型やオンライン、マルシェ企画等を増やして欲しいです。 

 

上記設問で「利用したいサービスがない」を選んだ方はどういったサービスがある 

とよいですか。 

  ・サービス自体は現状のラインナップで良い。 

・マイナンバーカードの作り方(高齢者向け) 

・帯状疱疹ワクチンやコロナワクチンが有料になったときの助成 

・ランチで予約なしで使える割引スマホクーポン 
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・個人、営業所などの使わなくなった物のフリマのようなもの 

・TOHO シネマズの映画チケット、スタバなどのカフェチケット 

・イチゴ狩りなどに、行きたいのですが、場所とか、値段とか、もう少し、選べると良いです。 

・イベント開催のお知らせをもっと早く知りたい。 

・カフェ等普通の飲食店の割引、ギフトカードや買い物券など 

・ゴルフレッスン、ゴルフコンペ、コンサート、美術館、映画 

・スーパーで利用できるなにか。買い物に使える割引。ガソリンスタンド、ファストフード、居酒屋、マッサージ整

体、温泉の割引 

・ネットで簡単に手続きできるサービスが良い。 

・プレゼントや福袋、割引券を多くしてもらえるといい。 

・もう少し、お得感があるもの、割引率が高いものが、興味が出ます。 

・もう少し若い年齢層向けのものが欲しい。 

・愛犬が居るので、一緒に泊まれる施設 

・果物狩りやコンサートなど、お出かけするためのサービスが多いと思います。まだまだコロナ禍なので、U-NEXT

や Amazon プライムビデオなどを半額で利用できるようなサービスが欲しいです。自宅でも楽しめるようなサービ

スが欲しいです。 

・共済金や慶弔金の範囲が狭い。 

・金融、経営、チームリーダー講習など。医療、福祉関係の講習会。ただ、参加費が高いので参加できない。 

・今回のような、アンケート形式で答えて応募する懸賞 

・先着順ではなく会員であれば期間限定で利用できるサービス 

・難しいかもしれませんがより地域に根ざした活用情報等があればと思います。 

・簿記のセミナー、エクセル・ワードの応用編のセミナーがあると嬉しいです。講習料は高くないと嬉しいです。 

・利用可能な北東北の施設を増やしてほしい。 

・子供が小さい時はいちご狩りやケーキ作りなどを利用した。子供が大きくなって行きたいサービスが無くなった。 

・グリーン・パルだよりを見ているが、気になったものは基本遠くて行くことができない為、利用できていない。 

・映画のチケットなど紙ではなく、ウェブで即日発行できたら利用したいです。 

 

Q3．「一度も利用していない」方がご利用いただくために必要なことは何だと思うか？ 

その他のご意見  

・手続きの簡素化。例えば、毎回、会員番号を入力するのが面倒 

・イオンシネマ等、web 上で即時取引が終了するようにして欲しい。 

・いつでも『会員カード提示』だけで割引が受けられるようにして欲しい。 

・感染対策をして出掛けます。いちご狩りいきたいです。 

・現在のままでいいです。 

・情報誌の紙媒体は継続した上で電子化があるとなお良い。 

・利用しようと思える企画や割引店舗等の拡充 

・利用可能なサ－ビスの拡大。利用期間を長くする。また、利用出来る施設の増加 

・サービスの内容の充実、プレゼントの充実 

・ひと目でわかるようになれば便利です。 

・もっと仕事や老後の資金に関するセミナーがあると嬉しいです。料金も安かったら受講しやすいです。 

・応募のしやすさ、当選者の数を増やすなど当たりやすくする。 

・家族向けのサービスが多いような気がするので、お一人様でも利用できるサービスを増やして欲しい。 

・参加費が高い。 

・子ども向けのレジャーチケットがあったら是非利用したいので、そういうものを増やす。 

 

Q5．グリーン・パル事業に対するご意見等 
・いつもありがとうございます。これからも魅力的な企画をお願いします。 

・いつもグリーン・パルだよりを見るだけでなんだかワクワクしてます。（一緒に行ける人がおらずなかなか活用でき

ていませんが）でも今回のようなプレゼント企画とかは参加しやすいので参加してみました！圧力鍋あれば料理の

レパートリーも増えるので欲しいなあと思います。ギフトカードとかであれば 1 人でも使いやすいと思うのでぜひ

これからもよろしくお願いします！ 

・いつもだよりを楽しみに拝読しています。だよりが届くと事業所で同僚たちと記事を見ながらあれやこれやと話題
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に花が咲き、良いコミュニケーションのきっかけになってくれています。ありがとうございます。 

・いつも楽しい企画をありがとうございます。コロナ前はお菓子作りや音楽鑑賞などよく利用させていただきました。

コロナが落ち着いたらまた利用したいと思います。 

・いつも楽しい企画をありがとうございます。会報を楽しみにしているので、紙での発行をし続けて欲しいなと思い

ます。 

・いつも楽しい誌面をありがとうございます。これからもお得な情報を期待しております。 

・いつも楽しみに見ていますが、コロナ感染が心配で参加出来ませんでしたけど、落ち着いたら参加したいです。 

・いつも楽しみに拝見しています。情報を頂いているイベントに今年は参加したいと思っています。 

・いつも使おうと思いながら機会を逃していますが、ありがたい制度だと思っています。 

・いつも色々なサービスをありがとうございます。グリーン・パルだよりが毎回楽しみになってます。 

・いつも様々なチケットの割引販売や、季節感あるイベント案内素晴らしいなと思ってグリーン・パルだよりを拝見

しております。食べる事や宿泊サービスについて、もっと幅広くやって欲しいなと思います。隣の県、福島県、山

形県、辺りを盛り込んで頂けるとうれしいですね。どうぞよろしくお願い致します。 

・イベント関係の日程と私自身のスケジュールがなかなか合わず参加できておりませんでしたが、入社して 1 年が経

過しようとしていることもあり、これから是非したいと思いました。 

・あまり利用はできていませんが、いつも多くのイベントやチケットの斡旋がありありがたいです。 

・インフル助成金は嬉しいです。また、オトクな割引があると大変興味深いです。 

・お得なチケットなどがあるので、毎回楽しみにしています。 

・グリーン・パルの会員アプリを作って下さい。 

・グリーン・パルだよりの内容とても良いです。時間ができましたら利用させていただきます。 

・これからもさまざまな企画、期待しています。地元企業と提携していろんな企画してくださいね。 

・これまでのサービスで充分満足です。手続きも迅速対応していただきありがとうございます。 

・ソフトボール大会最高です。また、機会があれば出場したいです。 

・とても楽しい企画が多く毎月楽しみにしています。今後益々の充実期待してます。 

・なかなか利用する機会がありませんが、だよりが届くのを楽しみにしています。今年こそコロナ対策をしながらレ

ジャー等に出かけ、制度を利用したいと思います。要望としては、ケンタッキーのギフト券など手数料がかからな

いような電子化をして頂けるとお得感が増すなと思っています。 

・まだ利用した事はないですが、毎回グリーン・パルだよりは楽しく拝見しています。今年は是非参加したいです。

特に優待券の割引率には関心しております。 

・季節ごとの魅力的なイベントが多数あるので、来年こそは利用したいと思います。 

・結婚のお祝いを頂きとても嬉しかったです。ありがとうございました！ 

・今回のようなプレゼントが当たる企画など楽しいので増やしてほしいです。これからもお願いします。 

・今回の企画により会員の特典を再認識しました。今後積極的に利用させてもらおうと思いました。 

・魅力的な内容なので、いろいろと利用していきたいと思います。 

・だいぶ昔に保育士試験の受験料の補助を頂きました。ありがとうございました。 

・サービスの内容は満足ですが、利用出来る施設や公演の種類がより増えると良いと思います。 

・お金払ってるのにほぼ使ったことがない。使わない人にこそ親切な事業であってほしい。 

・グリーン・パルは全国展開？登録している人の仕事の内容や、企業情報の情報交換などに使用できればいい。 

・コロナ感染で控えていましたが今年は感染防止した上で色々体験型などのイベントに参加したいと思います。 

・コロナ前は割引のサービスなどで使うこともあったが、今はほとんどないです。でも毎回冊子は読むようにしてい

るので、今後何かあればまた利用したいと考えています。コンサートや舞台など気軽に行ける時代がまたやって来

るといいなと願っており、実際に仙台に来るなら行きたいと思うものもあるので、企画を是非よろしくお願いしま

す。 

・コンサートや観劇の席は、良い席を取ってほしい。 

・しっかりと福利厚生がなされているのか今ひとつピンと来ていません。 

・ずっと加入してるのに、金ばかり取られてお得感がありません。 

・そもそもどのような方々がグリーン・パル会員なのか何も分からないので、ボウリング大会のお知らせとか恐怖で

しかないです。 

・ペア宿泊券のプレゼントの回数、施設を増やして欲しい。もしくは、仙台うみの杜水族館へ行ってみたいが、賃上

げが無い限り、もっと安くならないと行く気になれない。 

・もっとＰＲ展開したらいかがですか。 

・会員証を電子化すると良いと思います。 

・気付かないだけかもしれませんが、グリーン・パルの割引がこの店でも使える！って看板や案内を見たことがない

んです。色々と使える施設やお店があると思いますが、もっとカードを提示しやすい環境があればイイと思います。 

・宮城県以外の地域でのサービスが充実すると良いかなと思います。 

・最近事実婚しましたが、お祝い金は頂けなかった。住民票への記載だけでもお祝い金が受け取れるようにして欲し

い。 

・手続きが面倒なので簡単に利用できるようにしてほしい。会員証を提示すればサービスを受けられるなど。 

・釣り大会またやって欲しいです。出来れば今度は亘理から出船で? 

・毎年似ているので、たまに斬新なサービスを提供して欲しい。 


